
知的財産侵害物品に対する輸出⼊差⽌申⽴て及び輸⼊差⽌情報提供の公表

権利の種類
知的財産の内容

（還流CDはタイトル）

権利の登録番号
（著作隣接権は実演家名）

（著作権・不正競争防止法は空欄）
侵害物品の品名 申立の有効期間　自 申立の有効期間　至 差止申立人 権利者 申立人連絡先 申立人連絡先

意匠権 トレーニング機器に係る意匠 1579366 トレーニング機器 令和元年6月13日 令和2年5月26日 株式会社ＭＴＧ 株式会社ＭＴＧ 株式会社ＭＴＧ　法務知的財産本部　知的財産部 052-481-5001

意匠権 加湿器用トレイに係る意匠 1486401 加湿器（自然気化式加湿器） 令和元年6月21日 令和元年11月15日 積水樹脂株式会社 積水樹脂株式会社 積水樹脂株式会社　知的財産部 0748-58-1914

意匠権 靴底に係る意匠 1527514 靴、履物、靴底 令和元年6月24日 令和2年5月29日 ナイキ　イノヴェイト　シーヴィー ナイキ　イノヴェイト　シーヴィー ナイキジャパングループ合同会社　法務部 03-4463-6453

商標権 「SUZUKI」の商標 2083260
二輪自動車用オイルフィルター、自動車用シートベ

ルトキャンセラー、ドアロックカバー
令和元年6月3日 令和3年1月31日 スズキ株式会社 スズキ株式会社 スズキ株式会社 053-440-2414

商標権 「BACKJOY」の商標 国際1065520 骨盤サポート用のシートクッション 令和元年6月14日 令和3年1月11日 バックジョイオーソティクスエルエルシー バックジョイオーソティクスエルエルシー 株式会社ジュート 03-5429-1825

著作権
美術の著作物『漫画「ドラえもん」のキャラクター「ドラ

えもん」』

玩具(フィギュア類)､衣類･寝具(クッションを含む)､ス
テッカー･ワッペン､スマートフォン用アクセサリー(ス
マートフォン用ケースを含む)､キーホルダー､タオル･

ハンカチ

令和元年6月21日 令和5年6月20日 株式会社藤子・F・不二雄プロ 株式会社藤子・F・不二雄プロ
株式会社小学館集英社プロダクション　海賊版対策

課
03-3515-6970

権利の種類
知的財産の内容

（還流CDはタイトル）

権利の登録番号
（著作隣接権は実演家名）

（著作権・不正競争防止法は空欄）
侵害物品の品名 申立の有効期間　自 申立の有効期間　至 差止申立人 権利者 申立人連絡先 申立人連絡先

意匠権 装身用飾り具に係る意匠 1523715 装身用飾り具、首飾り、耳飾り 平成30年7月12日 令和4年7月11日 株式会社ＴＡＳＡＫＩ 株式会社ＴＡＳＡＫＩ 特許業務法人三枝国際特許事務所 03-5511-2855

商標権 「RWC」の商標 5404758
洋服類、ティーシャツ、タンクトップ、スマートフォン用
のカバー（ケース）、ノートブック、メモ帳、筆箱（ペン
ケース）、かばん類、マグカップ、タンブラーグラス

令和元年5月30日 令和3年4月8日 ラグビーワールドカップリミテッド ラグビーワールドカップリミテッド 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 03-5501-2111

著作権 「あんぱんまん（主人公）」の絵本

ポーチペンケース、玩具、シール、コットンシート、ス
トラップ、サンダル用装飾品、石像、パジャマ、Tシャ
ツ、トレーナー、ズボン、パンツ、シーツ、巾着袋、

ポーチ、スマートフォンケース、キーホルダー、靴下、

平成21年8月21日 令和元年8月20日 株式会社やなせスタジオ 株式会社やなせスタジオ 日本テレビ音楽株式会社商品化ライセンスセンター 03-5962-8460

権利の種類
知的財産の内容

（還流CDはタイトル）

権利の登録番号
（著作隣接権は実演家名）

（著作権・不正競争防止法は空欄）
侵害物品の品名 申立の有効期間　自 申立の有効期間　至 差止申立人 権利者 申立人連絡先 申立人連絡先

意匠権
自動車用フロアマット及び一組の自動車用フロア

マットに係る意匠
1335412

自動車用フロアマット及び一組の自動車用フロア
マットセット

平成25年9月17日 令和2年6月13日 株式会社ホンダアクセス 株式会社ホンダアクセス せいしん特許法律事務所 03-6256-9421

意匠権
自動車用フロアマット及び一組の自動車用フロア

マットセットに係る意匠
1504269

自動車用フロアマット及び一組の自動車用フロア
マットセット

平成28年11月11日 令和2年7月4日 株式会社ホンダアクセス 株式会社ホンダアクセス せいしん特許法律事務所 03-6256-9421

意匠権
コマおもちゃ用発射器具、コマおもちゃ発射器具用
巻き上げ器及びコマおもちゃ発射器具用グリップに

係る意匠
1531579

コマおもちゃ用発射器具、コマおもちゃ発射器具用
巻き上げ器及びコマおもちゃ発射器具用グリップ

（ベイブレードバースト用発射器具等）
平成28年12月9日 令和2年7月17日 株式会社タカラトミー 株式会社タカラトミー 株式会社タカラトミー法務部知的財産課 03-5654-1261

令和元年6月分

１． 輸⼊差⽌申⽴て

権利・品名・侵害理由追加
 ※申立てに複数権利を包含するものもありますので、詳細は税関HPをご覧ください。

新規受理
※申立てに複数権利を包含するものもありますので、詳細は税関HPをご覧ください。

申立期間の更新
※申立てに複数権利を包含するものもありますので、詳細は税関HPをご覧ください。



意匠権 たばこ吸引具バッテリーに係る意匠 1554861 電子タバコ用バッテリー 平成29年4月19日 令和4年6月24日 日本たばこ産業株式会社 日本たばこ産業株式会社 志賀国際特許事務所 03-5288-5811

意匠権 たばこ吸引具カートリッジに係る意匠 1554858 電子タバコ用カートリッジ 平成29年8月29日 令和4年6月24日 日本たばこ産業株式会社 日本たばこ産業株式会社 志賀国際特許事務所 03-5288-5811

育成者権 ひのみどり（いぐさ）に関する育成者権 9034 畳表、いぐさ原草 平成15年12月10日 令和2年6月26日 熊本県 熊本県 熊本県　農林水産部　生産局　農業技術課 096-333-2380

商標権 ｢VICTOR」に係る商標 1737092
レコード、ＣＤ、音楽テープ、ビデオテープ、ビデオ

ディスク、蓄音機、ヘッドセット、ヘッドホン・イヤホン
平成7年8月15日 令和2年4月14日 株式会社ＪＶＣケンウッド 株式会社ＪＶＣケンウッド

株式会社JVCケンウッド 知的財産部 商標意匠グ
ループ

045-450-2421

商標権 「プラレール」に係る商標 1655597 プラモデル玩具 平成7年9月11日 令和5年9月10日 株式会社タカラトミー 株式会社タカラトミー 株式会社タカラトミー法務部知的財産課 03-5654-1261

商標権 ｢DOLCE＆GABBANA｣に係る商標 2090068

Ｔシャツ、トレーナー、ベルト、眼鏡フレーム、サング
ラス、アクセサリー、靴下、時計、バッグ、靴、サンダ
ル、ジーンズ、マフラー、帽子、ポーチ、手袋、アクセ

サリー保管箱、ボタン、タオル、財布、ジャケット、
ジャンパー、ブルゾン、コート、セーター、スーツ、ズ
ボン、スカート、シャツ、ブラウス、Ｙシャツ、下着、ト
レーニングウエア、バックル、カフスボタン、スパッ
ツ、キーケース、キーホルダー、ネクタイ、ポロシャ

ツ、タンクトップ、キャミソール、ペット用衣類、携帯電

平成17年1月25日 令和元年12月17日
ドルチェ・アンド・ガッバーナ　トレードマークス　エッ

セ・エルレ・エルレ
ドルチェ・アンド・ガッバーナ　トレードマークス　エッ

セ・エルレ・エルレ
ドルチェ・アンド・ガッバーナ・ジャパン株式会社　知

的財産担当
03-6419-2285

商標権 ｢MINI-K」に係る商標 4481817
Ｔシャツ、長袖シャツ、スカート、靴下、セーター、タン
クトップ、パンツ、ジャンパー、パーカー、トレーナー、

帽子
平成17年7月12日 令和2年1月28日 株式会社ナルミヤ・インターナショナル 株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル物流管理部
品質管理室

03-6430-3475

商標権 「ZIPPO」に係る商標 1599693 オイルライター 平成19年10月25日 令和4年8月27日 ズィッポー　マニュファクチャリング　カンパニ ズィッポー　マニュファクチャリング　カンパニ 特許業務法人みのり特許事務所 075-241-0880

商標権 「スタジオジブリレコード」に係る商標 3280828 コンパクトディスク（音楽ＣＤ）、ＤＶＤ、ＶＣＤ 平成22年5月20日 令和5年7月3日 株式会社スタジオジブリ 株式会社スタジオジブリ 株式会社スタジオジブリ制作業務部 0422-53-5674

商標権 「Chupa Chups」に係る商標 4296505

布製の乳幼児用よだれかけ、Tシャツ、幼児用衣服
（ロンパース）、帽子、携帯電話機用ストラップ、カッ
プ（プラスチック製マグカップ）、弁当箱（弁当箱セッ
ト）、はし・スプーン・フォークのセット、ボストンバッ

平成23年10月5日 令和2年3月31日
ペルフェッティ　ヴァン　メッレ　ソシエタ　ぺル　アチ

オニ
ペルフェッティ　ヴァン　メッレ　ソシエタ　ぺル　アチ

オニ
中村合同特許法律事務所 03-5218-8221

商標権 ｢SLENDERTONE｣に係る商標 5507670

①痩身用電気マッサージ器、②痩身用電気マッサー
ジ器のベルト、③痩身用電気マッサージ器の電源ア
ダプター、④痩身用電気マッサージ器のコントロー

ラー、⑤痩身用電気マッサージ器の紙製包装用箱、
⑥痩身用電気マッサージ器のパッド、⑦プラスチック
製包装用袋、⑧痩身用電気マッサージ器の操作マ

ニュアル、⑨痩身用電気マッサージ器の織物製包装
用袋、⑩痩身用電気マッサージ器のコントローラー

平成25年6月20日 令和4年7月13日 バイオ－メディカル　リサーチ　リミテッド バイオ－メディカル　リサーチ　リミテッド
特許業務法人HARAKENZO　WORLD　PATENT＆

TRADEMARK
03-3433-5810

商標権 「UGG」に係る商標 2097985 靴 平成26年4月1日 令和5年6月26日 デッカーズ　アウトドア　コーポレーション デッカーズ　アウトドア　コーポレーション 桃尾・松尾・難波法律事務所 03-3288-2080

商標権 「DIOR」に係る商標 1023590 香水 平成27年7月8日 令和5年7月7日 パルフアン　クリスチヤン　デイオール パルフアン　クリスチヤン　デイオール 特許業務法人 志賀国際特許事務所 03-5288-5811



商標権 「PEARLY GATES」に係る商標 4726039 洋服類、帽子、ベルト 平成27年7月17日 令和5年7月16日 株式会社ＴＳＩグルーヴアンドスポーツ 株式会社ＴＳＩグルーヴアンドスポーツ 輝（ひかり）特許事務所 03-3212-3431

商標権 「ゾンビパック」に係る商標 2580990 パック化粧料 平成27年7月28日 令和5年7月27日 株式会社聖凰 株式会社聖凰 いいだ特許事務所 052-221-7656

商標権 「GUCCI」に係る商標 1545439

かばん・財布類、洋服類、ティーシャツ、下着類、靴
下、ネクタイ・マフラー、帽子、靴類、ベルト、身飾

品、時計、眼鏡類、スマートフォンケース・携帯電話
用ストラップ、キーホルダー

平成27年8月28日 令和3年3月9日 グッチオ　グッチ　ソチエタ　ペル　アツィオーニ グッチオ　グッチ　ソチエタ　ペル　アツィオーニ 株式会社ケリングジャパン法務部 03-3486-2156

商標権 　「VANS」に係る商標 4682746 履物 平成30年3月19日 令和4年12月31日 バンズ　インコーポレイテッド バンズ　インコーポレイテッド 飯島商標特許事務所 03-3358-1221

商標権 「ACRO/アクロ」の商標 5266825 化粧品 平成31年4月9日 令和5年9月18日 株式会社ACRO 株式会社ACRO 株式会社ACRO コーポレート部門 03-3779-3740

著作権 映画著作物「新世紀エヴァンゲリオン」 ＤＶＤ 平成17年7月1日 令和5年6月30日 株式会社カラー 株式会社カラー 株式会社グラウンドワークス 03-6913-6914

権利の種類
知的財産の内容

（還流CDはタイトル）

権利の登録番号
（著作隣接権は実演家名）

（著作権・不正競争防止法は空欄）
侵害物品の品名 申立の有効期間　自 申立の有効期間　至 差止申立人 権利者 申立人連絡先 申立人連絡先

商標権 「ＵＮＤＥＲ　ＡＲＭＯＵＲ」に係る商標 4618194
洋服類、ティーシャツ、靴下、手袋、帽子、ベルト、か
ばん類・財布、スマートフォン・携帯電話用のケース

平成26年7月18日 令和2年7月17日 アンダー・アーマー・インコーポレイテッド アンダー・アーマー・インコーポレイテッド
株式会社ドーム　ファイナンス＆アカウンティング部

法務/内部統制チーム
03-6757-6858

権利の種類
知的財産の内容

（還流CDはタイトル）

権利の登録番号
（著作隣接権は実演家名）

（著作権・不正競争防止法は空欄）
侵害物品の品名 申立の有効期間　自 申立の有効期間　至 差止申立人 権利者 申立人連絡先 申立人連絡先

商標権 「smally」に係る商標 5239686 レインウェア、雨靴 平成28年10月18日 令和元年6月19日 株式会社フェリシモ 株式会社フェリシモ 株式会社フェリシモ　法務知財部知財グループ 078-325-5751

著作権 映画著作物「美咲ナンバーワン!!」 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成23年6月30日 令和元年6月29日 日本テレビ放送網株式会社 日本テレビ放送網株式会社 日本テレビ放送網株式会社編成局著作権契約部 03-6215-2884

不正競争防止法 ニンテンドーDSに係る技術的制限手段 マジコン 平成27年6月3日 令和元年6月2日 任天堂株式会社 任天堂株式会社 任天堂株式会社　知的財産部　製品保護グループ 075-662-9600

著作隣接権 KIS-MY-WORLD Kis-My-Ft2 音楽用CD 平成27年10月26日 令和元年6月30日 エイベックス･エンタテインメント株式会社 エイベックス・エンタテイメント株式会社
エイベックス株式会社　経理法務本部　コーポレート

経理法務グループ　第２法務ユニット
03-6714-6308

著作隣接権 Ｔｉｎｔ 大貫妙子＆小松亮太 音楽用CD 平成28年4月20日 令和元年6月9日 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント　海

外事業推進グループＩＳルーム
03-5786-8361

著作隣接権 ベストカバーズ～夏目友人帳～ 中孝介 音楽用CD 平成28年9月27日 令和元年6月16日 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント　海

外事業推進グループＩＳルーム
03-5786-8361

著作隣接権 Ｄ’ＡＺＵＲ 藍井エイル 音楽用CD 平成28年9月27日 令和元年6月23日 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント　海

外事業推進グループＩＳルーム
03-5786-8361

申立期間の終了
※申立てに複数権利を包含するものもあります。

内容変更
※申立てに複数権利を包含するものもありますので、詳細は税関HPをご覧ください。



２． 輸出差⽌申⽴て

権利の種類
知的財産の内容

（還流CDはタイトル）

権利の登録番号
（著作隣接権は実演家名）

（著作権・不正競争防止法は空欄）
侵害物品の品名 申立の有効期間　自 申立の有効期間　至 差止申立人 権利者 申立人連絡先 申立人連絡先

商標権 「マ・メゾン」に係る商標 5685762 食器類 平成30年2月7日 令和5年7月11日 株式会社ミスターボス 株式会社ミスターボス 後藤昌弘特許法律事務所 052-203-4747

権利の種類
知的財産の内容

（還流CDはタイトル）

権利の登録番号
（著作隣接権は実演家名）

（著作権・不正競争防止法は空欄）
侵害物品の品名 申立の有効期間　自 申立の有効期間　至 差止申立人 権利者 申立人連絡先 申立人連絡先

商標権 「Ｍ・Ｕ　ＳＰＯＲＴＳ」に係る商標 5399555 ゴルフクラブ 平成27年6月12日 令和元年6月11日 株式会社ツー・アンド・ワン 株式会社ツー・アンド・ワン 一色国際特許業務法人 03-3508-0071

申立期間の更新
※申立てに複数権利を包含するものもありますので、詳細は税関HPをご覧ください。

申立期間の終了
※申立てに複数権利を包含するものもあります。


